
県人会名 役職 名前 郵便番号 住所 問い合わせ先

京都北海道クラブ 会長 大山 肇 600-8007
京都市下京区四条通東洞院東入ル
京都証券ビル内
サッポロビール株式会社　児玉菊雄　方

075-231-7177

京都青森県人会 会長 山口 義久 606-0807 京都市左京区下鴨泉川町55 075-746-5633

京都岩手県人会 会長 佐藤 耕吉 617-0824
長岡京市天神3丁目9-17
高橋豊文　方

075-955-5156

京都宮城県人会 会長 伊藤 紀美男 612-8122 京都市伏見区向島庚申町43-7 075-621-1340

京都秋田県人会 会長 豊島 寅三 520-3103 湖南市宝来坂1-10-20 0748-77-3792

京都山形県人会 会長 長谷川 静江 617-0002
向日市寺戸二枚田1-1
株式会社香月庵内

075-933-4560

関西福島県人会 会長 鈴木 直 530-0001
大阪府大阪市北区梅田1‐3‐1‐900号
大阪駅前第一ビル9階
福島県大阪事務所内

06-6343-1721

京都茨城県人会 会長 井上　馨 520-0248
大津市仰木の里東1-10-21
笹沼一弘　方

090-7490-4399

関西千葉県人会 会長 関根 秀夫 660-0801
兵庫県尼崎市長洲東通2-9-18-1309
オフィス翔内　内藤強志　方

090-3156-3307

京都東京都人会 会長 人見 康裕 612-0029
京都市伏見区深草西浦町8-133-1
株式会社ヒトミ内

075-641-4121

京都神奈川県人会 会長 長谷川　哲也 611-0025
宇治市神明石塚54-37
イトーピア宇治グランヒルズ613号
長野恵津子　方

0774-25-6988

京都山梨県人会 会長 清水 卓智 621-0823
亀岡市篠町馬堀広道2-6
櫻林良夫　方

080-5308-9255

京都新潟県人会 会長 山岸 久一 603-8316
京都市北区衣笠北荒見町9-1
イーグルコート北大路アネックス403号
白倉恵美子　方

080-1094-5672

京都長野県人会 会長 有賀 一夫 612-8401
京都市伏見区深草下川原町18-703
山田孝久　方

075-213-3968

京都富山県人会 会長 置田 文夫 604-8152
京都市中京区烏丸通錦小路上ル
北陸銀行京都支店内事務局

075-221-7011

京都石川県人会 会長 坂本 和一 602-0852
京都市上京区北ノ辺町396-6
クラウンハウス気付

090-4769-3885

京都福井県人会 会長 越後 修身 604-8306
京都市中京区門前町167
神泉苑平八内　松原治雄　方

075-801-0886

京都静岡県人会 会長 森重 雅彦 611-0028 宇治市南陵町1丁目1-309 0774-22-7341

京都愛知県人会 会長 澤　照美 604-8804
京都市中京区壬生坊城町48-3-4-824
粟倉七重　方

075-812-0231

京都三重県人会 会長 岩田 武久 616-8144
京都市右京区太秦百合ヶ本町19-1
ワコー住建内　田尻昇　方

075-872-7739

京都岐阜県人会 会長 桂川 工 612-8154 京都市伏見区向島津田町157-20 075‐602-8746

京都滋賀県人会 会長 石倉　宏 605-0037
京都市東山区三条通白川橋東2丁目
京都滋賀県人会館内

075-761-6755

ふるさと京都会 会長 中野 代志男 606-0098 京都市左京区上高野沢渕町2-8 075-722-7201

京都大阪人会 会長 並松 信久 614-8104
八幡市川口東頭1-1
泉電熱株式会社内　城之園哲朗　方

075-983-2111

京都兵庫県人会 会長 西畑 義昭 601-8151
京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町66
アースカーゴ内

090-3168-5000

京都奈良県友会 会長 松本 紘 604-8211
京都市中京区玉蔵町121　美濃利ビル314
中澤行政書士事務所内

090-6752-1985

京都和歌山県人会 会長 川口　直也 604-8181
京都市中京区間之町通御池西南角
京ビル2号館5階

075-251-7266

京都鳥取県友会 会長 佐伯 希彦 604-8872
京都市中京区四条千本東入ル
東邦電気産業(株)内

075-811-7131

京都島根県人会 会長 須山 篤志 524-0012
守山市播磨田町705-132
奥井徳栄　方

090-6976-0238

京都岡山県人会 会長 伊藤 謙介 601-8445
京都市南区西九条菅田町15
京都三菱自動車販売(株)内
京都岡山県人会事務局

075-662-7600



京都広島県人会 会長 向井 博一 612-8414
京都市伏見区竹田段川原町249
株式会社アースワーク内

075-646-3888

京都山口県人会 会長 山田 則夫 616-8037
京都市右京区花園猪ノ毛町3-15
山田晃　方

075-462-6967

京都香川県人会 会長 陸奥田 義弘 607-8353
京都市山科区西野野色町15-88
香東園やましな内　事務局

075-595-6511

京都徳島県人会 会長 森　正彦 603-8437 京都市北区大宮開町2番地2 075-493-0958

京都愛媛県人会 会長 髙松　紀美子 616-8354 京都市右京区嵯峨一本木町35-7 075-872-1853

京都高知県人会 会長 吉本 幸男 601-8001
京都市南区東九条室町23
エフビットコミュニケーションズ(株)内

075-672-5500

京都福岡県人会 会長 荒巻 禎一 610-0362
京田辺市東西神屋28番地の1
牧草土地家屋調査士法人気付

0774-62-4611

京都佐賀県人会 会長 木寺　隆幸 612-8401
京都市伏見区深草下川原町60
(株)木寺建設気付　京都佐賀県人会事務局

075-642-0997

京都長崎県人会 会長 長谷川 忠義 600-8894
京都市下京区西七条市部町92-5
近藤高志　方

075-313-6897

京都熊本県人会 会長 内田 憲幸 617-0847
長岡京市高台２丁目1-28
徳永吉廣　方

075-954-4968

京都大分県人会 会長 佐々木 孝敏 520-0528 大津市和邇高城192-90 077-594-0054

京都宮崎県人会 会長 井福 正憲 606-8422
京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町1-1
宮元敏朗　方

075-761-4236

京都鹿児島県人会 会長 稲盛 和夫 604-8175
京都市中京区円福寺町342-1
VOICE21ビル403号室
鹿児島県人会事務局

075-256-6056

京都沖縄県人会 会長 上原 任 600-8491
京都市下京区室町通綾小路上ル鶏鉾町480
オフィスワン四条烏丸407

075-365-8105

京都ふるさとの集い連合会 会長 山田 則夫 604-8567
京都市中京区烏丸通夷川上ル
京都新聞COM　事業局内

075-255-9759
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京都ふるさとの集い連合会


